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「防災」に関する教材が出て

きます。さらに、「表示」をク

リックすると、詳しい解説を

見ることができます。 

キーワード（一つだけ）

を入れて検索できま

す。例えば、「防災」と

入れて、検索ボタンを

クリックすると…。 

スマホや PCを使い、教材を探すことができます 
教材検索アドレス  https://www.kid.ne.jp/shityokaku/cgi-bin/search.cgi  

本冊子では後期の学習指導に活用できる視聴覚教材をご紹介しています。貸出の申

し込みは、電話またはＦＡＸでお願いします。 

TEL ６４４－３１３１  FAX ６４４－３１３２  八幡西区相生町２０－１ 

なお、視聴覚センターに配架している２，５００以上の教材は下記の要領でスマホ

やＰＣを使い、検索することができます。ご活用ください。 

 

検索して出てきた画面 
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※    は令和元年度以降に配架した新規教材です。 

※ 「平和に関する指導」については別途配信している冊子をご覧ください。 
 
 

１、国語 

 

【国語】やまなし 

影絵は、小さな谷川を写した二枚の青い幻灯です。光と影が創り出す世界は「やまな

し」の透明な美しさとの出会いになるでしょう。まず、映像と音声で子ども達の心を大

きく揺さぶりたいものです。 

 

 教材番号【０６１２０】 ビデオ（１５分） 

 

【国語】狂言 「柿山伏」 

３学期に指導する「柿山伏」の関連教材です。狂言「柿山伏」一曲すべてを臨場感あふ

れる実演映像で紹介します。独特の所作や能舞台･狂言面などの特徴もわかりやすく解説

し、狂言の鑑賞を助けます。狂言の魅力を伝える素材として最適な映像資料です。「狂言

とは」「狂言 柿山伏」「山本東次郎による解説」「狂言の面の紹介」で構成しています。 

教材番号【２４０２２】 【２５００７】ＤＶＤ（２８分） 

 

【国語】伝統芸能編 

教科書古典芸能シリーズ。小学校で習う古典芸能から、落語、能、狂言、人形浄瑠璃（文

楽）歌舞伎を取り上げ、日本の伝統芸能の魅力をわかりやすく紹介します。資料映像や舞

台鑑賞などを盛り込んで、初めて古典芸能に出会う児童の興味と関心を引き出します。 

所蔵作品「みそ豆」「附子」「敦盛」「勧進帳」「曽根崎心中」 

教材番号【２４０２８】 ＤＶＤ（３０分） 

 

【国語】コミュニケーションって楽しいね 

【２７０２７】１巻 正しいあいさつのしかた／友だちを上手に紹介する 

【２７０２８】２巻 楽しかったことを話す／上手な断り方 

【２７０２９】３巻 私の宝物紹介／友だちのいいとこ探し／ブック・クラブ（読書会） 

小学校中・高学年向けに、コミュニケーションを身に付けさせる目的で制作された教材

です。子ども達が話し合っている途中で、専門家がどうすればコミュニケーションが高ま

るか、アドバイスが入ります。子どもが見てもわかりやすい教材になっています。 

本教材では、あいさつの大切さについて話し合います。次に友達を上手に紹介することに

挑戦します。（第１巻より）   ＤＶＤ（各１５分） 

 

【国語】ビジュアル言語活動シリーズ 聞く･話す･伝える 

【２７０３０】①対話・話し合いをしよう 

【２７０３１】③スピーチ・説明をしよう 

人との対話や話し合いは、コミュニケーションの基礎であり、日常生活や学校生活で重

要な位置を占めています。本教材では、相手の話を「聞く」、相手に「話す」「伝える」際

の態度や発言の仕方など、音声言語活動全般を貫く基本事項を踏まえながら、対話・話し

合いの具体的事例を紹介しています。 

○相手を見て ていねいに伝えよう   ○グループでアイディアを出そう 

○グループで相談しよう        ○話を聞いてメモを取ろう 

○インタビューをしよう（第１巻より） 

 ＤＶＤ（各２５分） 
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【国語】銀河鉄道の夜 

宮沢賢治不朽の名作。幻想世界を徹底考察し、ようやく映像化。虹や月明かり、もち

ろん夜空、宇宙空間。臨場感溢れる映像は幻想世界へと誘います。素晴らしい音楽とあ

いまって未知の感動に包まれること請け合い。本当の銀河鉄道に乗っているかのような

夢の時間を堪能してください。 

教材番号【２２０９０】 ＤＶＤ（本編４８分、解説２３分） 

 

【国語】ディベートを楽しもう 

近年、小・中・高校の授業で、「ディベート」が行われる機会が増えています。その方

法・ルールを紹介し、ディベートを通して、子ども達に聞く力・話す力・理解する力・考

える力を育てることを紹介しています。 

教材番号【２００４１】 ＤＶＤ（３４分） 

 

【国語】「話す･聞く」指導ビデオ ６年 

●《学級討論会をしよう》「卒業文集は活字を印刷するのがよいか」を話題に肯定グル

ープと否定グループ、そして、討論を開くグループにわかれて学級討論会を行う様子を描

きます。●《二つの意見から》討論会に入る前に異なる意見の者が事前の準備や調査を行

って、それぞれの考えを固めていく様子を描きます。 

 

教材番号【１４０６７】 ビデオ（２５分） 

 

【国語】スピーチをしよう ４～６年 

前編「自分の気持ちを伝えよう」(中学年対象)、後編「調べて伝えよう」(高学年対象)

の２編に分かれています。こんなことをスピーチしてもよいのか、こんなやり方でスピー

チをすればよいのか、という安心感を与えるために視聴させてください。その後、児童が

スピーチへの興味・関心をもてたら再度、技能的な面を捉えるための視聴をさせてくださ

い。 

教材番号【１３１２１】 ビデオ（２８分） 

 

【国語】パネルディスカッションをしよう ６年 

本作品では、「未来の環境」を論題に討論が展開されます。ビデオを視聴することによ

ってパネルディスカッションの方法をスムーズに学ぶことができます。また、初めてパネ

ルディスカッションに出会う児童にとって、討論会の雰囲気を知る上でも大変意義ある内

容構成になっています。５年生でも活用できます。 

教材番号【１３１２３】 ビデオ（２７分） 

２、社会科 

 

【社会】明るい未来は市議会から 
市議会が市民生活に直結した身近なものであることや、議会が市政に果たしている役

割などをわかりやすく解説しています。 

【内容構成】・市議会の役割  ・議事堂の案内  ・市議会の運営 

・開かれた市議会の実現  ・市議会活動のお知らせ 

（北九州市議会事務局制作） 

 

教材番号【２５００４】 ＤＶＤ（１８分） 
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 【社会】参議院 子ども国会 まるわかりガイド 

「子ども国会」とは、全国各地から選ばれた子ども達の代表が参議院に集まり、意見

を交わしながら共同で一つの提言を作り上げることを主な目的とするものです。ここで

は、子ども国会の進行やこれまでに開催した子ども国会の概要について、わかりやすく

解説しています。 

 

教材番号【２５００５】 ＤＶＤ（１５分） 

 

【社会】みるみる社会科ＤＶＤ⑥ 政治のはたらき 
「わが国の政治の働き」の学習に最適です。 

【内容構成】①市役所の仕事を見てみよう ②市議会の仕事を見てみよう 

③私たちのくらしと憲法のかかわり 

以上の３部からなり、具体的な映像やインタビューを多く用いて、わかりやすく紹介し

ています。 

教材番号【２２０９２】 ＤＶＤ（３５分） 

 

【社会】わたしたちのくらしと憲法 

日本国憲法には、国家の理想や国民の権利と義務などの重要な事柄が定められてお

り、政治は憲法をよりどころとして行われていることなどを、わかりやすく解説してい

ます。 

教材番号【１９０６７】 ビデオ（１４分） 

 

【社会】政治のはたらき 

区民センター館長さんへのインタビュー、実際の議会や選挙の様子など、具体的な映

像を示しながら、私達の暮らしと政治のかかわりを理解させます。また、日本国憲法の

考え方についても、身近な例を中心に紹介していきます。 

教材番号【１８０８１】 ビデオ（１２分） 

 

【社会】世界の中の日本 

国際交流では人・もの・文化の交流を紹介しています。また、ユニセフの活動を通して

国際連合のはたらきも説明しています。世界各国には文化や考え方の違いがあります。そ

の違いに認め、互いに認め合うことが国際平和につながると説明しています。 

教材番号【２２０３２】 ビデオ（１２分） 

 

【社会】まんが 日本史❶ ―古代の日本― ①日本誕生～④聖徳太子の理想  

 小学６年生向けの社会科歴史教材です。本教材は４編（各２４分）から成り、古代原始

生活から聖徳太子の政治までを扱っています。①日本の誕生－原始時代の生活－ ②幻の

邪馬台国－女王卑弥呼－ ③大和朝廷の成立－古墳と大王たち－ ④聖徳太子の理想－中

国文化と仏教の伝来－ 

 

教材番号【Ｒ０３０２】 ＤＶＤ（９６分） 
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【社会】まんが 日本史❷ ―飛鳥と奈良― 

⑤大化の改新～⑧鑑真和上の来日  

小学６年生向けの社会科歴史教材です。本教材は４編（各２４分）から成り、飛鳥時代

の大化の改新から奈良時代の遣唐使の活躍までを扱っています。①大化の改新－中大兄皇

子と藤原鎌足－ ②壬申の乱－新しい国家の誕生－ ③大仏開眼－仏教文化と奈良時代－ 

④鑑真和上の来日－遣唐使と中国文化－ 

教材番号【Ｒ０３０３】 ＤＶＤ（９６分）  

 

 

【社会】シリーズ映像でみる人権の歴史 
第１巻 東山文化を支えた「差別された人々」 

世界遺産である銀閣寺などをつくったのは、実は差別されてきた「河原者」であったと

いう歴史事実を、大きく取り上げています。河原者は差別を受けていたにもかかわらず、

偉大な芸術家になったことを丁寧に描いています。さらに、世界に誇る文化遺産は、差別

された人々と差別することなく正しく評価した人達によって築かれたことを伝えていま

す。 

 

教材番号【２８００７】 ＤＶＤ（１６分） 
 

 

【社会】シリーズ映像でみる人権の歴史 
第２巻 江戸時代の身分制度と差別された人  々

中世に始まった全ての身分が、居住地や税制、戸籍などで身分を固定され、江戸時代に

「制度化」されたことを、わかりやすく解説しています。また、間違いとわかり教科書か

ら消えた「士農工商えた非人」の図式に代え、新しい図式を提示しています。部落差別の

学習を通して、江戸時代の身分制度が決して現在の社会問題と無関係ではないことを示唆

しています。 

【小学生版、中学生以上版】 

教材番号【２８００８】 ＤＶＤ（１５分）  

 

 

【社会】シリーズ映像でみる人権の歴史 
第３巻 近代医学の基礎を築いた人  々

江戸中期になると、医学に新しい動きが始まります。山脇東洋が日本初の医学解剖を実

施し観察しました。その後、杉田玄白は洋書の解剖書を翻訳し「解体新書」と名付けて世

に出しました。しかし、実際に解剖を行ったのは、当時「穢多」と呼ばれ、差別されてき

た人々でした。近代医学の基礎を築いたのは、東洋や玄白だけではなかったのです。 

【小学生版、中学生以上版】 

教材番号【２８００９】 ＤＶＤ（１７分）  

 

 

【社会】シリーズ映像でみる人権の歴史 

第４巻 明治維新と賤民廃止令 

明治政府が、差別をなくすためでなく、地租改正により税を取る目的で「賤民廃止令」

を出したこと、従って壬申戸籍に差別的な記載をすることも政府自身が許可したことなど

を、公文書をもとに丁寧に描いています。近代社会においても「部落差別」が存続した構

造を浮かび上がらせています。 

【小学生版、中学生以上版】 

教材番号【２８０１０】 ＤＶＤ（１８分）  

 

【社会】シリーズ映像でみる人権の歴史  

第７巻 水平社を立ちあげた人々－人間は尊敬すべきものだ－ 

全国水平社創設の中心人物である西光万吉の生い立ちや差別を受けた様子から、当時の

社会背景や関係者の思いを描いています。自分たちの力で差別をなくそうと立ち上がった

人々の様子から差別やいじめを根絶するために何をすべきかを考える教材です。 

 

 教材番号【Ｒ０２１３】 ＤＶＤ（１７分） 
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【社会】調べてみよう 戦争中のくらし 

日本にも戦争の時代があったことを知っていますか？配給、空襲、学童疎開…。その

頃の子ども達はどんな暮らしをしていたのでしょう？身近な博物館を訪ね、調べていき

ます。 

教材番号【１７１４６】 ビデオ（１６分） 

 【社会】わくわく歴史たんけんシリーズ⑦ 明治維新をつくりあげた人  々

新しい世の中は、どのような人達によってつくられたのでしょう。黒船来航、若い武

士による新しい国づくり、文明開化と福沢諭吉、自由民権運動など、明治維新をつくり

あげた人々についてアニメを交え解説します。 

教材番号【１６００８】 ビデオ（２２分） 

 【社会】わくわく歴史たんけんシリーズ⑧ 条約改正と日清・日ロ戦争 

世界に歩み出していった日本は、世界の国々とどのような関係を築いていったのでし

ょう。不平等条約の改正、中国やロシアと戦う、立ち上がる民衆など、明治時代末期の

様子をアニメと交え解説します。 

教材番号【１６００９】 ビデオ（２２分） 

 【社会】わくわく歴史たんけんシリーズ⑨ 長く続いた戦争と人々のくらし 

日本が世界のいくつもの国と戦った戦争とは、どのようなものだったのでしょうか。

満州事変から日中戦争、第二次世界大戦の背景と経過、戦争中の国民生活などを貴重な

フィルム映像で語り継ぎます。 

教材番号【１６０１０】 ビデオ（１８分） 

 

【社会】わくわく歴史たんけんシリーズ⑩ 平和な日本をめざして 

戦争が終わった後、日本はどのような道を歩み、今の新しい日本を築いたのでしょ

う。終戦から平和な国を築くまでの様子を貴重なフィルム映像で語り継ぎます。 

教材番号【１６０１１】 ビデオ（１８分） 

 

【社会】近代日本の歩みシリーズ①～⑧  

貴重な映像資料が多く収められており、学習に役立つ教材です。 

【１６０１２】①明治⑴ 近代国家の誕生 【１６０１３】②明治⑵ 国際社会への道 

【１６０１４】③大正 民衆の時代    【１６０１５】④昭和⑴ 戦争と国民生活  

【１６０１６】⑤昭和⑵ 混乱から復興へ 【１６０１７】⑥昭和⑶ 発展する日本 

【１６０１８】⑦昭和⑷ 国際社会の中の日本【１６０１９】⑧戦後50年の歩み 

 ビデオ（２０分） 

 

【社会】新しい社会 幕末から明治へ 

本教材は、絵図、絵巻、人物像、実写など単元の学習に必要な資料を取り上げて内容

を構成しています。学習する子どもが楽しく課題に取り組めるようにして、複雑に変貌

する時代を視覚的に捉えられるようにまとめています。 

 

教材番号【１３１１９】 ビデオ（２０分） 
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【社会】新しい社会 明治の世の中と文明開化 

本教材は、新政府の仕組みやその政策について提示しています。また、「文明開化」と

呼ばれる当時の街の様子や人々の暮らしぶりの変化について、単に歴史資料を並べるだけ

でなく綿密な構成と資料の精選によって学習活動の効率化を図るように制作されていま

す。 

教材番号【１３１２０】 ビデオ（２０分） 

３、算数 

 

【算数】【直方体と立方体】 切って開いて組み立てて 

教室内外の実例と体験を通して、直方体と立方体の性質を体で感じ取っていきます。

マイ展開図を見付けよう、立方体と直方体を探そう、ロボットペーパークラフト作家を

訪ねて。 

教材番号【１５０７８】 ビデオ（２５分） 

 

【算数】【単位量あたり、速さ】 比べてなっとく！速さ・混みぐあい 

教科書ではピンとこない単位量あたりの大きさを、興味あふれる映像手法でわかりや

すく解説します。どちらが混んでいる？ 色々な単位量あたりの大きさは？ 街を単位

量あたりの大きさで見ると？ 色々な速さ…などで構成されています。 

教材番号【１５０７９】 ビデオ（２５分） 

 

【算数】「１」を決めるために？！ 単位のはなし 

かつて、単位は世界中の様々な地域や国でバラバラに決められていました。しかし、

１８世紀末のメートル法の誕生以来、世界中のみんなが共通の単位を使おうという考え

が盛んになってきました。現在、単位の種類は、数多くありますが、その中でも日常的

になじみの深い、ｍ、kg、秒という単位の誕生の歴史などについてわかりやすく説明し

ています。  

教材番号【１２０３６】 ビデオ（３３分） 

４、理科 

 

【理科】宇宙のひみつがわかるえほん 

 星の動きなど天体への興味を喚起させる教材です。仲良し３人組が、宇宙のことなら何

でも知っているタコロス先生と一緒に宇宙の秘密を考えます。内容は「なぜ、星は光って

いるの？」「宇宙人はほんとうにいるの？」の２話から構成されています。 

 

教材番号【Ｒ０３２４】 ＤＶＤ（２４分）  
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【理科】小学校理科６年⑥ 生物どうしの関わり 

植物を食べる動物は他の動物に食べられるという食物連鎖が生物界ではあることに気づ

かせる。また、植物と動物の酸素と二酸化炭素のやり取りを調べ、両者は空気を介して深

い関りがあることを理解させる。 

〈チャプター〉 

食べ物を通した生物どうしの関わり／豊かな森が川や海を豊かにする／空気を通した生

物どうしの関わり／食物連鎖                                

教材番号【Ｒ０１１４】 ＤＶＤ（１３分） 小学校６年生 

 
【理科】小学校理科６年 生物と地球環境 
生物は地球上を循環している水を取り入れ、酸素を吸って二酸化炭素を吐き出し、植物

は二酸化炭素を取り入れ酸素を出し、地球上の生物は水と空気を通して互いに関わり合っ

て生きていることを学び、持続可能な社会への理解を深めます。 

〈チャプター〉 

生物と水の関わり／地球上の水・空気・生物／地球環境を守る 

 

教材番号【３０００４】 ＤＶＤ（１６分） 小学校６年 

 

【理科】生き物のくらしと自然かんきょう① ～生き物のくらし－空気、水、

食べ物～ 

様々な映像を通して、地球で暮らす生き物が生きていくためには空気、水、食べ物が

必要となり、人や他の動物、植物がかかわり合いながら生きていることを理解します。 

教材番号【２００３９】 ビデオ（２０分） 

 

【理科】生き物のくらしと自然かんきょう② ～わたしたちの生活とかんきょ

う～ 

地球の環境をよりよくするために、人々が取り組んでいる様々な活動を紹介すること

で、環境に対する興味と関心を深めます。また、二酸化炭素を増やさない工夫、川や海

を汚さない工夫についても紹介しています。 

教材番号【２００４０】 ビデオ（１５分） 

 【理科】体のつくりとはたらき① ～わたしたちの体と空気～ 

肺で血液中に酸素を取り入れ、二酸化炭素などを排出する仕組みと呼吸の働きをコン

ピュータグラフィクスなどで理解し、吸う空気と吐いた空気の違い、気道カメラによる

気管の様子、魚の呼吸を紹介しています。 

教材番号【２６０３４】 ＤＶＤ（１７分） 

 【理科】体のつくりとはたらき② ～食べ物のゆくえ～ 

食べ物の養分が、口、食道、胃、小腸、大腸などで消化吸収され、吸収されなかった

物が排出される消化と吸収の仕組みを、内視鏡映像、レントゲン映像、コンピュータグ

ラフィクスなどで紹介しています。 

教材番号【２６０３５】 ＤＶＤ（１３分） 

 【理科】体のつくりとはたらき③ ～血液のじゅんかんとはたらき～ 

血液は、心臓の働きで体内の血管を巡り、養分、酸素、二酸化炭素などを運んでいる

こと、肺から心臓に戻る血液には酸素が多く含まれていることなどを、コンピュータグ

ラフィクスなどで紹介しています。 

教材番号【２６０３６】 ＤＶＤ（１３分） 


